
'08全日本ダートトライアル選手権第5戦 

N3クラス、CMSC吉村修選手が４勝目で連続チャンプに王手！ 
Dクラス、CMSC広島・河内渉選手も４勝目でチャンプ奪回に前進！ 

N3クラスは1～3位、Dクラスは1～2位をCMSC選手が独占!! 

  

2008年8月7日

吉村修選手(CMSC大阪) N3クラス 
第1戦 優勝、第2戦 3位、第3戦 優勝、第4戦 優勝、第5戦 優勝(写真) 

 

河内渉選手(CMSC広島) Dクラス 
第1戦 優勝、第2戦 優勝、第3戦 優勝、第4戦 2位、第5戦 優勝(写真) 

 

■２位～６位入賞のCMSC選手
●Ｎ３クラス

川崎勝己選手(CMSC広島) N3クラス 星盛政選手(CMSC福島) N3クラス 
第1戦 10位、第2戦 4位、第3戦 11位、第4戦 10位、 

第5戦 2位(写真) 
 

第1戦 13位、第2戦 11位、第3戦 3位、第4戦 21位、 
第5戦 3位(写真) 
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伊藤久選手(CMSC山形) N3クラス 
第1戦 15位、第4戦 28位、第5戦 5位(写真) 

 

●ＳＡ２クラス

荒井信介選手(CMSC群馬) SA2クラス 山田善之選手(CMSC札幌) SA2クラス 
第1戦 優勝、第2戦 2位、第3戦 優勝、第4戦 2位、 

第5戦 2位(写真) 
 

第1戦 6位、第2戦 7位、第3戦 7位、第4戦 8位、 
第5戦 4位(写真) 

 

櫛田正文選手(CMSC岐阜) SA2クラス 
第1戦 2位、第2戦 4位、第3戦 5位、第4戦 3位、 

第5戦 6位(写真) 
 

●Ｄクラス

宮入友秀選手(CMSC長野) Dクラス 山田ひとみ選手(CMSC岐阜) Dクラス 
第1戦 2位、第2戦 2位、第3戦 2位、第4戦 優勝、 

第5戦 2位(写真) 
 

第1戦 3位、第2戦 6位、第3戦 3位、第4戦 7位、 
第5戦 6位(写真) 

 

 '08全日本ダートトライアル選手権第５戦「2008東北ダートトライアルKIRIYANAI」が、８月３日
（日）青森県三戸郡五戸町の「サーキットパーク切谷内」にて開催され、ＣＭＳＣ選手３４名がエン
トリー。激戦区Ｎ３クラスで、現在シリーズリーダーのCMSC大阪・吉村修選手（三菱ランサーエボ
リューション）が今季４勝目を挙げ２年連続チャンピオンに王手。Ｄクラスでは、開幕３連勝した
CMSC広島・河内渉選手（三菱ランサーエボリューション）が同じく今季４勝目でチャンピオン奪回
が目前となりました。Ｎ３クラスでは１～３位を、Ｄクラスでは１～２位をCMSC選手が独占。優勝２
名を加え６位以内に計１０名のＣＭＳＣ選手が入賞を果たしました。 

■ＤクラスはCMSC選手が開幕５戦連続１－２フィニッシュ 
 当日の天候は曇り。朝方までの降雨の影響で路面はウェットから始まりドライコンディションに変
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化する難しい状況で、ほぼドライとなった２本目勝負。一昨年以来２回目の全日本開催で中低速
のテクニカルなコース設定で争われました。雨で路面が緩み各所でギャップが生まれ、バースト・
リム落ちの選手も続出。上位常連が下位に沈むなど波乱の展開となりました。 

 激戦区Ｎ３クラスには２４台エントリーのうちＣＭＳＣから半数を超える１４台が参加。現在シリー
ズリーダーのCMSC大阪・吉村修選手は、１本目で堂々のトップタイム。２本目も見事トップタイム
で３連勝を含む今季４勝目を挙げ、昨年に続いて２年連続チャンピオン獲得へ向け王手となりま
した。２位には復調が期待されるCMSC広島・川崎勝己選手、第３戦同様に３位獲得のCMSC福
島・星盛政選手と１～３位をＣＭＳＣ選手が独占。１本目３番手タイムも惜しくも５位となったCMSC
山形・伊藤久選手とＣＭＳＣ選手が今回も上位を占める活躍を見せました。 

 新たな激戦区ＳＡ２クラスには２８台エントリーのうちＣＭＳＣから１１台が参加（１台欠場）。今季
２勝を挙げている'07チャンプのCMSC群馬・荒井信介選手は１本目で２番手タイム。逆転を狙った
２本目でしたが一歩及ばずの２位。CMSC札幌・山田善之選手が健闘の４位。ベテランCMSC岐
阜・櫛田正文選手が６位となりました。 

 Ｄクラスに１８台エントリーのうちＣＭＳＣから４台が参加。開幕３連勝したCMSC広島・河内渉選
手は、１本目は２番手タイムに甘んじましたが、２本目で見事逆転トップタイムで今季４勝目を飾
り、チャンピオン奪回が目前となる大きな勝利となりました。第４戦で待望の今季１勝目となった
CMSC長野・宮入友秀選手は１本目でトップタイム。２本目は好事魔多しコースオフを喫してしま
い、１本目のタイムで２位となりました。また今季シングルフィニッシュを続けているCMSC岐阜・山
田ひとみ選手が６位となりました。Ｄクラスは今回もＣＭＳＣ選手が１～３位を独占し、開幕以来５
戦連続でＣＭＳＣ選手が１－２フィニッシュを飾る快挙となりました。 

 第５戦も多数のCMSC選手が上位入賞となりました。シーズン後半戦となる次戦第６戦は、８月
３１日（日）石川県輪島市門前町にある「輪島市門前モータースポーツ公園」で開催されます。次
戦もCMSC選手の活躍に期待しましょう!! 
 
 

■ Ｎ３クラスで優勝した吉村修選手(CMSC大阪） 
 

｢年間4勝、3連勝は自分自身にとって新記録であり、シリ
ーズチャンピオン連覇に王手をかけれたことを大変うれし
く思います。また0.1秒差のわずかな差で優勝できたこと
は、今年は運も味方につけていると思います。2年前のこ
のコースでの全日本でも優勝しており、相性の良いコー
スであることが勝因かな？前回からは第４戦丸和で調子
の悪かったバッテリーとターボを新品に交換してきまし
た。次戦は昨年シリーズチャンピオンを決めた門前です。
今年は優勝してシリーズチャンピオンを決めたいと思いま
す。皆さん、応援のほどよろしくお願いいたします」 
 

今季4勝目を飾って2年連続チャンプ王手の 
吉村修選手(CMSC大阪) 

 

■ Ｄクラスで優勝した河内渉選手(CMSC広島） 
 

｢逆転優勝で４勝目ゲットです。今回はギャップの路面に
苦戦して、何と１コーナーでステアリングから手が離れ、
アクセル入れるタイミングもちょっと遅れるなどミスはあっ
たのですが、ライバルCMSC長野・宮入選手もミスったよ
うで、結果、オーバーオールで優勝できました！今回無
理を言って、仕様変更したKYBのショックも（公開練習前
の宿に届けてもらった位にギリギリ）イメージ通りで、良い
仕事してくれました（本当に感謝です！！）。  
 さて、前回お約束した、（誰も期待していない？）CT9A
製作裏話（と、言う程じゃないのですが）です。実は、準備
開始は3年以上前からでした。が、本格的にいじり始めた
のは、昨年末からです。軸となるユニット（エンジン、ミッシ
ョンなど）はプロに任せていますが、基本的にほとんどの
作業は自分でやっています。自分にとっては車いじり自
体も、競技の楽しみの一つなんですよね。で、ガレージで

今季4勝目を飾ってチャンプ争い一歩リード
の 

河内渉選手(CMSC広島) 
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車をいじっている時、仲間が来て世間話する事も大切な時間です。色々手伝ってもらったり、時に
は話に夢中になって作業の邪魔になったり（笑）。カラーリングに関しても、趣味として塗ってもら
っています（完成するまで、デザインも全然知らないのです）。作るも走るも、自分独りではできま
せん。以前から書いていますが、“たくさんの仲間がいる”・・・そんな環境に感謝しつつ、次戦の
門前も楽しく頑張りますよ！」 
 

■７位以下のCMSC選手

鈴木信地郎選手(群馬) N3クラス 影山浩一郎選手(神奈川) N3クラス 浅沼賢志選手(岩手) N3クラス

第1戦20位、第2戦6位、第3戦6位、 
第4戦11位、第5戦8位(写真) 

 

第1戦12位、第2戦9位、第3戦4位、 
第4戦6位、第5戦11位(写真) 

 

第5戦13位(写真) 
 

堀内 涼選手(千葉) N3クラス 山野光司選手(千葉) N3クラス 赤羽政幸選手(栃木) N3クラス

第1戦11位、第2戦8位、第3戦25位、 
第4戦8位、第5戦14位(写真) 

 

第1戦3位、第2戦5位、第3戦9位、 
第4戦3位、第5戦15位(写真) 

 

第1戦4位、第2戦7位、第3戦13位、 
第4戦2位、第5戦16位(写真) 

 

斉藤吉衛選手(群馬) N3クラス 島部 亨選手(札幌) N3クラス 戸田 浩選手(神奈川) N3クラス

第3戦22位、第4戦13位、 
第5戦17位(写真) 

 

第1戦22位、第2戦21位、第3戦15位、 
第4戦24位、第5戦19位(写真) 

 

第1戦21位、第4戦19位、 
第5戦21位(写真) 

 

谷津良嗣選手(福島) N3クラス 谷口末里子選手(札幌) N1クラス 田上正彦選手(岐阜) SA2クラス

第1戦8位、第2戦2位、第3戦8位、 
第4戦7位、第5戦22位(写真) 

 

第3戦9位、第5戦11位(写真) 
 

第1戦9位、第2戦14位、第3戦15位、 
第4戦16位、第5戦8位(写真) 
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スマイリーナガヤマ選手(神奈川) SA2クラス 北島広実選手(千葉) SA2クラス 佐藤智紀選手(千葉) SA2クラス

第1戦13位、第2戦10位、第3戦14位、 
第4戦7位、第5戦9位(写真) 

 

第1戦3位、第2戦優勝、第3戦8位、 
第4戦4位、第5戦11位(写真) 

 

第3戦19位、第4戦19位、 
第5戦15位(写真) 

 

アキマただゆき選手(神奈川) SA2クラス 佐々木孝浩選手(仙台) SA2クラス 寺澤伸俊選手(札幌) SA2クラス

第1戦24位、第2戦11位、第3戦16位、 
第4戦10位、第5戦17位(写真) 

 

第1戦15位、第2戦21位、第3戦25位、 
第4戦21位、第5戦18位(写真) 

 

第3戦17位、第5戦24位(写真) 
 

金田一 聡選手(長野) SA2クラス 稲葉幸嗣選手(仙台) SA1クラス 須田行雄選手(福島) SC3クラス

第5戦27位(写真) 
 

第1戦5位、第4戦7位、 
第5戦8位(写真) 

 

第2戦7位、第3戦9位、第4戦12位、 
第5戦7位(写真) 

 

渋谷修一選手(群馬) SC3クラス 和田俊昭選手(広島) Dクラス

第1戦14位、第4戦16位、 
第5戦14位(写真) 

 

第1戦6位、第2戦10位、第4戦3位、 
第5戦8位(写真) 

 

■大会での１コマ 
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開会式では、北紀一青森県議会議員が大会会長として
挨拶。 
 

CMSC仙台･稲葉幸嗣選手（2列目手前)は「走る弁護
士」と呼ばれています。その後ろには唯一エボXでエント
リーのCMSC群馬･斉藤吉衛選手。その右にCMSC群
馬･渋谷修一選手も。開会式にて。 
 

東北は夏祭りの宝庫。切谷内にほど近い、ここ八戸でも
280年の歴史と伝統を持つ「八戸三社大祭」が丁度開催
されていて、神話・伝説・歌舞伎等を題材にした27台の
山車による華やかな山車絵巻が繰り広げられていまし
た。写真は最優秀賞の山車「南部八戸九星向鶴伝説」。
サイドには沢山の一口広告！ 
 

最優秀賞の後ろ姿。広告だらけ！ 
 

「湘南ボーイ」と言われているCMSC神奈川・スマイリー
ナガヤマ選手(左)も山ですれ違えば色黒のただのおじさ
ん。CMSC札幌･島部亨選手(中)と仲良く1本目後の慣熟
歩行でした。 
 

CMSC岩手・藤澤祥久さんを発見！ 
 

CMSC道北・椛村友紀さん(右)は、北海道の松波克知選
手のサービス員として参加。後ろは同じ北海道組、N2ク
ラス今回2位で8年連続チャンピオン目前の原宴司選手

N3クラスは1本目は当然ウェットタイヤ選択のCMSC神
奈川・影山浩一郎選手。CMSC大阪・吉村修選手に次い
で1本目2番手タイムでしたが、2本目ドライタイヤで伸び
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と同N2クラス山岡功明選手。手前はサービス員の福田
雅史さん。 
 

悩み、結果とってはいけない11位。第4戦丸和と全く同じ
パターンでした。 
 

北海道から遠征のCE9Aコンビは、CMSC札幌・山田善
之選手(左)と松波克知選手(右)。ハイテクCT9Aを相手
にSA2クラス4位、3位と大健闘。 
 

CMSC福島勢。N3クラス星盛政選手(右)は3位の好成績
でVサイン。SC3クラス須田行雄選手(中)が3位の3本指
がふさわしいとアドバイス。2人のサービス役の大竹幹
也さん(左)。 
 

1本目1位のDクラス、CMSC長野･宮入友秀選手は2本
目踏みすぎてコーナーアウト側の土手に乗り上げ万事
休す。アンダーガードもこの通り大きく変形。 
 

CMSC大阪･吉村修選手(右)は4勝目を挙げN3クラス2年
連続チャンピオンに王手をかけました。SC3クラス丹羽
政彦選手(中)はダートラ歴20数年にして初の全日本戦
優勝。遠慮がちのポーズのSC3クラス炭山義昭選手
(左)は今季5戦連続2位。 
 

N3クラス表彰式。6位までにCMSC選手が4名。4人で「あ
きたこまち」50kg獲得！10月に新米が送られます。左か
ら優勝CMSC大阪・吉村修選手は2年連続チャンプに王
手。2位CMSC広島・川崎勝己選手は復調の兆し。3位
CMSC福島・星盛政選手は今季2度目の3位。1人とんで
5位CMSC山形・伊藤久選手は2週前の同会場の東北選
手権で優勝。 
 

SA2クラス表彰式。6位までにCMSC選手が3名。3人で
「あきたこまち」25kg！左から2人目2位CMSC群馬・荒井
信介選手は同じく2勝を挙げた北村和浩選手(左)と実質
チャンピオン争いになりそうです。4人目4位CMSC札幌・
山田善之選手はこの後も全戦参加してシリーズ6位以
内を狙っています。6人目6位CMSC岐阜・櫛田正文選手
は今季一番悪い成績でした。シリーズは目下2位の大
健闘。 
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ラリーアートトップページに戻る ｜CMSCトップに戻る 

Dクラス表彰式。6位までにCMSC選手が3名。3人で「あ
きたこまち」40kg！左から優勝CMSC広島・河内渉選手
は4勝目でチャンプ奪還に王手。2人目2位CMSC長野・
宮入友秀選手は1本目トップでしたが2本目失敗。今年
は優勝まだ1回。右端6位CMSC岐阜・山田ひとみ選手
は、今年ミラージュ（エンジンと足廻りはランサーです）
が熟成してコンスタントに上位入賞。目下なんとシリー
ズ3位。 
 

表彰式最後にN3優勝CMSC大阪・吉村修選手の2本目
に履いていたタイヤ(ダンロップSP91-R)がジャンケンで
ギャラリーにプレゼントされました。でも、この子はタイヤ
もらってどうするのでしょうかね？ 
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